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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２７年５月２５日（月）  開会 午後３時０４分 

閉会 午後３時５２分 

２ 場  所   柳井市役所４階 ４０１会議室 

３ 出席委員   委員長           芦岡 啓子 

 委員長職務代理者      西原 光治 

委 員           原田 敏弘 

委 員           河岡 治子 

         教育長           桑原  眞 

４ 出席職員   教育部長          木元 健二 

         教育総務課長        山中 松樹 

         学校教育課長        西本  隆 

         生涯学習・スポーツ推進課長 河村 邦久 

         柳井図書館長        神田 栄治 

         給食センター所長      三宅  智 

５ 書  記   教育総務課長補佐      石岡 雅朗 

６ 会議日程 

（１）議 案 

①議案第１７号 柳井市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為の許可に関する諮問につい

て 

②人議第 ４ 号 柳井市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

③人議第 ５ 号 柳井市公民館運営協議会委員の委嘱について 

④人議第 ６ 号 柳井市公民館連絡協議会委員の委嘱について 

⑤人議第 ７ 号 柳井市社会教育委員の委嘱について 

⑥人議第 ８ 号 柳井市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について 

⑦人議第 ９ 号 柳井市文化財保護審議会委員の委嘱について 

⑧人議第１０号 柳井市教育支援委員会委員の委嘱について 

⑨報告第 ８ 号 柳井市教科用図書研究調査協議会委員の委嘱について 

⑩報告第 ９ 号 柳井市学校運営協議会委員の委嘱について 

⑪報告第１０号 柳井市人権教育推進委員会委員の委嘱について 

⑫報告第１１号 学校施設開放管理指導員の委嘱について 

（２）その他 

 

７ 議事の内容 

（午後３時０４分 開会） 

芦岡委員長 

これより本日の教育委員会会議を開会します。 

会議録署名委員は、会議規則第１５条の規定により委員長において原田委員、河岡委員の両名を
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指名いたします。 

本日の会議日程は、机上配布のとおりとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。） 

芦岡委員長 

 ご異議なしと認めます。よって本日の会議日程は、机上配布のとおりと決定しました。日程に従

い議案１件、人議７件、報告４件を上程し、直ちに議題といたします。 

 ただいま議題となりました案件について、提案理由の説明を求めます。 

桑原教育長 

ただいま議題となりました案件につきまして、その大要をご説明いたします。  

議案第１７号は、柳井市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為の許可に関する諮問を行うもの

であります。 

人議第４号は、柳井市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱を行うものでありあります。 

人議第５号は、柳井市公民館運営審議会委員の委嘱を行うものであります。 

人議第６号は、柳井市公民館連絡協議会委員の委嘱を行うものであります。 

人議第７号は、柳井市社会教育委員の委嘱を行うものであります。 

人議第８号は、柳井市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱を行うものでございます。 

人議第９号は、柳井市文化財保護審議会委員の委嘱を行うものでございます。 

人議第１０号は、柳井市教育支援委員会委員の委嘱を行うものでございます。 

報告第８号は、柳井市教科用図書研究調査協議会委員の委嘱を行ったものでございます。 

報告第９号は、柳井市学校運営協議会委員の委嘱を行ったものでございます。 

報告第１０号は、柳井市人権教育推進委員会委員の委嘱を行ったものでございます。 

報告第１１号は、学校施設開放管理指導員の委嘱を行ったものでございます。 

以上、大要についてご説明いたしましたが、詳細につきましては担当課長から説明させますので、

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

芦岡委員長 

以上で、提案理由の説明を終わります。これより、議案審議を行います。 

議案第１７号 柳井市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為の許可に関する諮問について、補

足説明があればこれを求めます。 

河村課長 

議案第１７号について補足説明いたします。本件は、柳井市伝統的建造物群保存地区保存条例第

１２条第２項の規定により、柳井市古市金屋伝統的建造物群保存地区内の現状変更行為に係る許可

１件について、柳井市伝統的建造物群保存地区保存審議会に審議をお願いするものです。 

 これにつきましては、昨年から事業は続いておりまして、今年度は、同じ河村家のところ、資料

にもありますけども、前側部分の修繕を行うものでございます。壁とか内装についても修繕を行う

もので、今年度審議会にかけて、引き続いて修繕を行っていくものでございます。 

 参考として、今年度予算には、６８９万７，０００円、５分の４を補助するということで予算を

計上しております。 

芦岡委員長  

以上で補足説明を終わります。 
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本案に対する質疑はありませんか。 

芦岡委員長  

 場所はしらかべ学遊館の隣ですね。 

河村課長 

 白壁通りに入って金魚工房というところです。前側部分が綺麗になっていませんので、今年度は

その壁を中心にやっていくということでございます。 

芦岡委員長  

 １０時ごろ帰るときに、貸し切りバスが停まって、韓国のほうから１台のバスで観光に来ておら

れて、白壁通りも、こうして外国の方にも観光していただいてありがたいことだなと思います。こ

こは、玄関口でありますので、修景をされて見栄えが良くなればいいですね。 

西原委員 

 具体的にどこをどのようにされるのでしょうか。 

河村課長 

 真ん中に写真がありますが、黒くなっていて、隣のほうは去年修繕をしたので白く直ったのです

が、こちらの棟を具体的に修繕していくということで、中のほうも当然直しますし、今、写真に見

えているポストのところがありますように、障子のような感じになりますけども、あの部分も中か

ら外側からも修繕をかけるということで、今、文化庁のほうにも最終協議をしているところでござ

います。 

西原委員 

 これは、昨年からの継続事業ですか。 

河村課長 

 そうです。今回図面でいきますと黄色い部分で書いていますけども、昨年は、後ろ側部分は修繕

しましたので、今年度は継続で残っている部分をやっていくということでございます。 

西原委員 

 先ほど、予算は６８９万７，０００円と言われましたが、これは、昨年度と今年度トータルでと

いうことですか。 

河村課長 

 今年度が６８９万７，０００円で、昨年度もその程度の事業費です。 

西原委員 

 助成が５分の４ですか。 

河村課長 

６８９万７，０００円の内、国が２分の１、県が６分の１、市が３分の１という内訳になります。

全体事業費の５分の１は自己負担となります。 

河岡委員 

 建物は個人の所有ですか。 

河村課長 

 そうです。前、金魚工房をやられていた河村さんの息子さんが今、引き継がれているということ

で、元々は亡くなられた小田さんが所有されていたのですが、３、４年前に河村さんが買われまし

て、所有権が移ったので河村さんがやられているということです。 
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河岡委員 

 中を公開しているというわけではないのですか。 

河村課長 

 中を今後公開したいというのは当然あります。金魚工房部分については、公開して中で金魚を作

るということもやってらっしゃいます。 

芦岡委員長 

 金魚ちょうちんについては、東京のほうでもデレビの影響もあったりして、非常にアピール度が

上がっていると思うのですが、ねんりんピックでも、老人クラブの婦人部長さんが２万個作るとい

うことを言っておられましたが、これでまた、全国にアピールできるなと思って、河村さんのお宅

で、沢山金魚ちょうちんがあって、金魚の折り紙が飾ってありますが、あれもいいことですね。 

西原委員 

 小田さんは、ここだけ離れていたのですか。 

河村課長 

 小田さんは、むろやの園もありますが、ここの部分も同時に買われて維持管理されていたのです

が、１回、国庫補助でやっていますが、２回目の修繕ということになります。雨漏りとか大変ひど

くて、中が傷んでいたので、当然後ろの倉庫とかも去年やりまして、今年は、前側部分を大々的に

やっていくということで聞いております。 

芦岡委員長 

 修理と修景はどう違うのですか。 

河村課長 

 修理ということになりますので、昔のままを残して保存していくということが目的です。 

芦岡委員長 

 以上で質疑を終結いたします。 

これより採決を行います。本案は討論省略にうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第１７号は、原案のとおり決することにご異議

はありませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

ご異議なしと認めます。よって議案第１７号は、原案のとおり可決されました。 

次に、人議第４号柳井市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について、補足説明があればこれ

を求めます。 

西本課長 

人議第４号につきまして補足説明を申し上げます。 

本件は、柳井市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱第３条第２項の規定により、委員を委嘱

するものであります。委員は、学校関係者４名に、保護者代表２名、芦岡委員長さんには民生

委員の立場からご参加をいただきます。その他、臨床心理士や関係機関から６名、教育行政関
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係者として５名を委嘱し、総勢１９名の構成となっております。委嘱期間は、平成２７年６月

１日から平成２９年５月３１日までとなります。 

芦岡委員長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

芦岡委員長 

 これは、前回の教育委員会の時に出た案で委員を委嘱されたということですね。各関係者が全て

揃っていると思います。私も民生委員、児童委員という立場から、地域の、また、柳井市内の児童

福祉部長もしておりますので、いろんな子供たちに関わる事例検討をしたり、協議をしたりしてい

ます。今、臨床心理士のところのスクールカウンセラーというのがあったのですが、民生児童委員

では、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーが非常に学校で必要とされているとい

うことが言われていますが、この場合は、松井さんがスクールカウンセラーという立場で入ってら

っしゃるということですね。スクールソーシャルワーカーは柳井市ではどのようになっているので

すか。 

西本課長 

 ４名いらっしゃいます。 

芦岡委員長 

 スクールカウンセラーは何名ですか。 

桑原教育長 

 ２名です。 

芦岡委員長 

スクールソーシャルワーカーも４名いらっしゃるということで、スクールカウンセラーと連携を

取りながら子供の問題の解決に向けて支援していらっしゃることと思います。 

芦岡委員長 

以上で質疑を終結いたします。 

これより採決を行います。本案は、討論省略のうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第４号については、原案のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

ご異議なしと認めます。よって人議第４号は、原案のとおり可決されました。 

次に、人議第５号柳井市公民館運営審議会委員の委嘱について、補足説明があればこれを求めま

す。 

河村課長 

人議第５号につきまして補足説明を申し上げます。 

本案は、柳井市公民館条例の規定により、柳井市公民館運営審議会委員の委嘱を行うものであり
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ます。委員さんは、各地区公民館長の推薦により人選を行い、その職務は公民館長の諮問に応じ、

公民館における各種の事業実施について調査審議を行っていただくこととなっております。 

芦岡委員長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

芦岡委員長 

 各公民館で、館長さんと公民館主事さんと変わられたところもあるのですけど、運営審議会の委

員さんは新任の方もおられ、世代交代と言いますか、後継者も育っておられるのだなと思いました。

私の住んでいる新庄を見ましても、地域で活動されていらっしゃる方が入っておられるということ

で適任だと思います。 

芦岡委員長 

以上で質疑を終結いたします。 

これより採決を行います。本案は、討論省略のうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第５号は、原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

 ご異議なしと認めます。よって人議第５号は、原案のとおり可決されました。 

次に、人議第６号柳井市公民館連絡協議会委員の委嘱について、補足説明があればこれを求めま

す。 

河村課長 

人議第６号につきまして補足説明を申し上げます。 

本案は、柳井市公民館条例の規定により、柳井市公民館連絡協議会委員の委嘱を行うものであり

ます。委員さんは、それぞれの公民館の運営審議会委員の内より各１名に委嘱をし、公民館相互の

連絡調整を図っていただくこととなっております。 

芦岡委員長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

西原委員 

 これは各地区の、各ブロックの公民館運営審議会委員の代表者という認識でいいのですか。 

河村課長 

 そういうことです。代表ということで出ていただいて、情報交換等も我々と一緒に行っていただ

くことになります。 

西原委員 

 そうすると、例えば、それぞれの地域の代表の方の情報交換、意見交換ということで、どちらが、

会議のタイミングが前後になるか分かりませんけれども、お互い、それぞれ、フィードバックしな
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がら活性化を図れたらいい形になるのではないかと思います。 

河村課長 

 そのとおりでございまして、やはり、連絡協議会については、各地区の資料、前年度分を持ち寄

りまして、お互いの情報交換が主な目的でやっておりますので、大変いい情報交換が図られている

と思います。 

芦岡委員長 

 それぞれの公民館１名ということですので、やはりその地域のお世話をしていらっしゃるリーダ

ー格の人、本当に代表の方が出ていらっしゃるなと思いますし、新任の方がいらっしゃいますが、

新しいリーダー格の方が育っているのだなと思います。また、協議会が終わったあと、協議の内容

等もこの会で報告等いただければ幸せます。いつ予定されていますか。 

河村課長 

 まだ今年度は決めておりません。 

芦岡委員長 

以上で質疑を終結いたします。 

これより採決を行います。本案は、討論省略のうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第６号は、原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

ご異議なしと認めます。よって人議第６号は、原案のとおり可決されました。 

次に人議第７号柳井市社会教育委員の委嘱について、補足説明があればこれを求めます。 

河村課長 

人議第７号につきまして補足説明を申し上げます。 

 本案は、柳井市社会教育委員設置条例第１条の規定により、柳井市社会教育委員を委嘱するもの

であります。委員につきましては、平成２７年６月１日付けで地区代表６名、関係団体より１０名

に委嘱を行い、社会教育に関する諸計画の立案や教育委員会の諮問に対し意見を述べていただく等

の職務をお願いしているところでございますが、引き続き６名、新たに１０名の委員を委嘱するも

のであります。なお、委員の任期は、条例第３条第１項の規定により平成２９年５月３１日までの

２年間となります。 

芦岡委員長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

芦岡委員長 

 地区代表が全て新任でありますが、これは２年間の任期で終了ということで継続はないのですか。 

河村課長 

 基本的に、各地区については、例えば、日積と伊陸交互にという内規的なもので運用しておりま
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すので、中央公民館についてもこの度は新任になりましたが、他の地区については、ほぼ交代でや

っていただいているということが現状です。 

芦岡委員長 

 また会が開かれたら協議の内容をお話してください。これはホームページに会議の日程は出てお

りましたかね。 

河村課長 

 ６月に予定をしております。 

芦岡委員長 

以上で質疑を終結いたします。 

これより採決を行います。本案は、討論省略にうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第７号は、原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

ご異議なしと認めます。よって人議第７号は、原案のとおり可決されました。 

次に人議第８号柳井市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について、補足説明があれ

ばこれを求めます。 

河村課長 

人議第８号の、柳井市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱につきまして補足説明

を申し上げます。伝統的建造物群保存地区保存審議会は、伝統的建造物群保存地区の保存に関

する重要事項について審議するものであります。委嘱期間は、平成２７年６月１日から平成２

９年５月３１日までとなります。 

芦岡委員長 

 以上で補足説明を終わります。 

 本案に対する質疑はありませんか。 

（ありません。） 

芦岡委員長 

以上で質疑を終結いたします。 

これより採決を行います。本案は、討論省略のうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第８号は、原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 
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ご異議なしと認めます。よって人議第８号は、原案のとおり可決されました。 

次に、人議第９号柳井市文化財保護審議会委員の委嘱について、補足説明があればこれを求めま

す。 

河村課長 

人議第１０号の、柳井市文化財保護審議会委員の任命につきまして補足説明を申し上げます。 

文化財保護審議会は、柳井市の文化財に関する事項について審議するものであります。今回

は７名が再任、１名が新任となります。新任の方は、山口県立美術館専門学芸員で美術工芸を

担当されている福田善子先生でございます。昭和５９年から３４年間にわたり長く委員を務め

てこられた別府大学客員教授八尋和泉先生の後任となります。委嘱期間は、平成２７年６月１

日から平成２９年５月３１日までとなります。 

芦岡委員長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

（ありません。） 

芦岡委員長 

以上で質疑を終結いたします。 

これより採決を行います。本案は、討論省略のうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異議

ありせんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第９号について原案のとおり決することにご異

議ありませんか。 

（異議なし。） 

芦岡委員長 

ご異議なしと認めます。よって人議第９号は、原案のとおり可決されました。 

次に、人議第１０号柳井市教育支援委員会委員の委嘱について、補足説明があればこれを求めま

す。 

西本課長 

 人議第１０号、柳井市教育支援委員会委員の委嘱について補足説明を申し上げます。 

 本件は、柳井市教育支援委員会規則によって委嘱しておりました委員が本年６月３０日をもって

任期が終了となるため、人選を行った結果２０名を委嘱したものです。 

この教育支援委員会では、柳井市立小中学校に就学する児童生徒のうち、心身に障害があると思

われるものの適切な教育的措置について審議します。任期は平成２７年７月１日から平成２９年６

月３０日までの２年間です。なお、今年度、第１回教育支援員会は７月２日、第２回は１１月１９

日を予定しております。 

芦岡委員長 

 以上で補足説明を終わります。 

 本案に対する質疑はありませんか。 

（ありません。） 
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芦岡委員長 

 以上で質疑を終結いたします。 

 これより採決を行います。本案は、討論省略のうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異議

ありせんか。 

 （異議なし。） 

芦岡委員長 

 ご異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第１０号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

 （異議なし。） 

芦岡委員長 

 ご異議なしと認めます。よって人議第１０号は、原案のとおり可決されました。 

次に、報告第８号柳井市教科用図書研究調査協議会委員の委嘱について、補足説明があればこれ

を求めます。 

西本課長 

報告第８号につきまして補足説明を申し上げます。 

 本件は、柳井市教科用図書研究調査協議会委員を、柳井市教科用図書研究調査協議会規則第３条

により委嘱するものであります。委員は、柳井市教育委員会委員並びに教育長及び教育委員会事務

局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員７名、柳井市立小・中学校の校長

及び教員２名、柳井市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者２名、教育に学識経験を有する者

２名の総勢１３名の構成となっております。委嘱期間は、平成２７年４月１日から平成２７年８月

３１日までとなります。 

芦岡委員長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

芦岡委員長 

 ４月１日に委嘱されて、８月３１日までの間ということでしょうか。 

西本課長 

 そうです。 

原田委員 

 今日この後ありますよね。第２回目が７月１４日でご案内いただいていたと思いますが、第３回

はありますか。 

西本課長 

 協議会のほうは２回で終了いたします。その後に教育委員会会議、現在７月３１日を予定してお

りますが、その折に採択をしていただくというところが決定しております。 

西原委員 

 協議会が７月で採択が教育委員会会議ということですか。 

西本課長 

 はい。 

芦岡委員長 
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以上で第８号の報告を終わります。 

次に、報告第９号柳井市学校運営協議会委員の委嘱について、補足説明があればこれを求めます。 

西本課長 

報告第９号につきまして補足説明を申し上げます。 

 本件は、柳井市学校運営協議会規則第５条により、この度、小学校１２３名、中学校５３名の中

から、本年３月３１日に異動があった方４６名と、新たに小学校９名、中学校１名の方を加えた５

６名を対象に委嘱するものです。したがいまして、平成２７年度の柳井市学校運営協議会委員委嘱

対象者は、小学校１３２名、中学校５４名となります。委嘱期間は、平成２７年４月１日から平成

２８年３月３１日までとなります。 

芦岡委員長 

 以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

原田委員 

 今ご説明のあった小学校１３２名、中学校５４名ですが、ここに名前が出ておられる方で全部で

はないのですね。 

西本課長 

 異動があった方を掲載させていただいております。 

原田委員 

 留任の方のお名前は出ていないということですね。 

桑原教育長 

 任期が２年なので、平成２８年３月３１日までです。１年で異動とかほとんど学校の教職員が多

いと思います。異動やＰＴＡの役員で変わられた人の代わりが入ったということです。 

芦岡委員長 

 柳井市はスクール・コミュニティをしているので、５６名も今年度増ということですか。 

西本課長 

 終えられた方もいらっしゃいます。 

原田委員 

 前年度に比べると人数の増加はあるのですか。 

西本課長 

 トータルで申しますと９名新たに増加ということになっています。 

西原委員 

 今言われたように、全部のリストではなくて、新たな方がここに記載されてある訳ですね。これ

だけ見たら学校間でアンバランスになっているのですが、全体のリストがあれば、それぞれ学校で

は定員があるのかどうか分かりませんけれど、だいたいバラスが取れているということですね。 

西本課長 

 全体的には、ほとんどの学校が２けた、１０名から１５名程度の中で委嘱をしております。 

芦岡委員長 

 平郡東小学校で人数が多くなっていますが、今年度これだけの方が入られたのですか。 

西本課長 
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 新しい方が５名ほどです。平郡東小学校が１０名です。一番多いのが柳井中学校の１６名という

ところです。 

西原委員 

 大畠小学校は３つの小学校が一緒になったので、かなり膨れていたのですが、現時点ではどのよ

うな状況ですか。 

西本課長 

 現在１２名です。 

芦岡委員長 

 以上で第９号の報告を終わります。 

次に、報告第１０号柳井市人権教育推進委員会委員の委嘱について、補足説明があればこれを求

めます。 

河村課長 

 報告第１０号につきまして補足説明を申し上げます。 

 本件は、柳井市人権教育推進委員会設置規則に基づき教育長が委嘱を行いました、柳井市人権教

育推進委員についてでございます。各地区公民館長が推薦する識見を有する者、小学校、中学校及

び高等学校代表等３３名に委嘱を行い、その任期は１年間でございます。５月１日から平成２８年

４月３０日までということでございます。委員には、人権教育推進に関し必要な事項を行っていた

だくこととなっており、各地区での研修会等の職務も行っていただいているところでございます。 

芦岡委員長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

芦岡委員長 

 会議日程が出ていたと思うのですが、近々ありますよね。また、協議内容とか教えてください。 

西原委員 

 人権教育は各地区でされるのか全体でされるのですか。 

河村課長 

 いろいろ研修会がありまして、小中高の人権担当者の研修もやりますし、人権教育推進委員さん

の講師を招いての会議も年間３回程度やっております。あと各地区での公民館を中心に人権研修会

をやっておりますし、各学校単位での人権教育も講師を招いてお願いしているところです。生涯学

習・スポーツ推進課の中西先生が担当しメインでやっております。学校全体では８月に毎年アクテ

ィブやないで小中学校全校を対象に講師を招いての研修会も実施しております。 

西原委員 

 全体では相当回数あるということですね。 

河村課長 

 年間はものすごく多いです。こちらが行くこともありますし、講師料が足りなくなったら、中西

先生が直接行かれたりします。各地区自治会とかの要請があれば行きますし、老人大学の中にも入

れておりますので、相当数でございます。 

西原委員 

 我々も機会があれば参加したいなと思いますので、案内なり情報をいただきたいと思います。 
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芦岡委員長 

以上で第１０号の報告を終わります。 

次に、報告第１１号学校施設開放管理指導員の委嘱について、補足説明があればこれを求めます。 

河村課長 

報告第１１号について、補足説明をいたします。 

本案は、市内の小学校１０校、中学校４校の学校体育施設について、平成２６年度管理指導員の

任期満了に伴い、１４人の方々を平成２７年度管理指導員として委嘱するものであります。 

芦岡委員長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

芦岡委員長 

 柳北小学校が新しく岸田さんが管理指導員になっておられますが、体育館とコミュニティルーム

もされているのですか。 

河村課長 

 コミュニティルームは所管が教育総務課になりますが、体育館とグラウンドについてはこちらの

管轄で委託料も出しております。コミュニティルームも一緒にやっていただいております。今まで

三坂商店さんが長年ずっとやってらっしゃったのですが、後任の方を探したところでございます。 

西原委員 

 旧遠崎小学校と旧神西小学校はどうなっているのですか。 

河村課長 

 これは地区体育館ということで、小学校の管轄ではなく、直接、生涯学習・スポーツ推進課のほ

うで管理をお願いしているということです。調整も生涯学習・スポーツ推進課で月当たり調整しま

して、学校開放と同じような形でやっております。 

芦岡委員長 

以上で第１１号の報告を終わります。 

 暫時、協議会といたします。 

（午後３時４０分 協議会） 

 

（午後３時５２分 再開） 

芦岡委員長 

協議会を閉じて本会といたします。 

以上で、全議事日程を終了しました。 

 本日の会議は、これをもって閉会といたします。 

 

（午後３時５２分 閉会） 

 

 

 

 上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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